平成 年第１回三宅村議
会定例会の開会にあたりま
して︑村政の所信を申し述
べ︑議員の皆さま並びに村
民の皆さまのご理解とご協
力を賜りたいと存じます︒
私は︑先月の任期満了に
伴う村長選挙を経て︑２期
目の村政の舵取りを担うこ
とになりました︒
これまでの４年間を振り
返りますと︑光陰矢の如
し︑瞬く間に過ぎてしまい
ました︒﹁透明な村政を﹂
という思いを託された行政
の素人の私が︑議会の皆さ
まや村民の皆さまなど多く
の方々や各関係機関︑団体
のご協力を頂きながら︑な
んとかその務めを果たすこ
とができました︒この間︑
空海路の改善・確保や人工
透析の導入︑火山ガスの規
制解除など公約として掲げ
た事項はおおむね達成でき
たものと考えております︒
また︑火葬場の建設や新庁
舎の建設の実現に道筋をつ
けたほか︑避難道路の建設
推進など将来に向けた取り
組みも着々と進めてまいり
ました︒
しかしながら︑三宅村の
復興はまだ道半ば︑課題は
山積しております︒私は村
長として︑誰もが︑この島
で生まれ育ち︑あるいは新
たに人生を切り拓く場とし
て︑安心して︑心豊かに生
活し︑家庭を育み︑年老い
て良かったと思える島づく
りを進めるため︑﹁島に育
ち︑島に生き未来につなぐ
三宅島〜心ひとつに三宅の
創造〜﹂を合言葉に今後４
年間の村政運営に全身全霊
を以って当たって参りたい

と存じます︒
それでは︑今後４年間の
村政運営に関する所信を申
し述べます︒
まず第一に防災島づくり
です︒
年周期とも言われる噴
火が２０００年の噴火災害
からすでに 年が経過しま
した︒昨年は︑東京都との
合同総合防災訓練を実施す
るなど︑応急対応能力の向
上を図ってまいりました︒
これからも︑安心して三
宅島に住み続けられるよ
う︑災害から村民の生命・
財産を守るための対策や今
後発生する恐れのある大地
震による津波など︑自然の
脅威に十分配慮した減災対
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策︑現在も放出を続けてい
る火山ガスへの対応策︑こ
れら３つの対策を中心とし
た防災施策を積極的に推進
するために︑島内の防災・
危機管理体制の充実に努め
てまいります︒
具体的には︑これまで進
めてきた施策のほか︑噴火
や津波に備えた避難計画の
策定︑災害時要援護者の避
難支援プランの拡充など避
難体制の強化を推進してま
いります︒また︑防災拠点
広場や津波避難施設の整備
を都や国の支援を得て推進
してまいります︒
さらに︑保水力を高め居
住地域の安全を確保し︑ま
た︑豊かな海づくりのため

（外国人含む）

2016.4.1（平成28年）

にも緑化対策事業を継続し
て行い先の噴火で傷ついた
緑の復活を促進いたします︒
第二に︑人材育成です︒
島づくりを進めるには︑
まずは人づくりからです︒
島の発展を担うのは制度で
も施設でもなく人でありま
すが︑これには時間を要し
ます︒将来にわたり島を支
える人材の育成に一層注力
していく必要があります︒
小中学校ではＩＣＴをさ
らに活用するため︑効果的
な教材や手法を取り入れ学
力向上を図るとともに︑情
報活用能力の向上を進めて
まいります︒
また︑島内における業種
や職種に応じた研修機会も

育成事業を継続して行い︑
併せて農業者の育成︑担い
手確保に取り組んでまいり
ます︒また︑特産物のＰＲ
や新規開発︑鮮魚・新鮮野
菜などの販路拡大に取り組
んでまいります︒
観光面では︑自転車イベ
ントなどの開催を推進する
ほか︑都や国の支援を得て
雄山火口の観光資源化の推
進︑観光客の利便性向上の
ための港湾・漁港の整備の
促進や魅力的な観光資源を
確保するために都立公園の
設置を働きかけてまいりま
す︒
さらに︑ジオパーク活動
を推進して地域の魅力を高
めるため︑地域おこし協力

三宅村長

医療面では︑医療スタッ
フの充実や専門診療を実施
し一次医療の充実を図ると
ともに︑中央診療所の安定
運営︑利便性向上に引き続
き注力していきたいと考え
ております︒
第五に︑スポーツの振興
です︒
村民の健康増進には︑ス
ポーツの振興が欠かせませ
ん︒また︑スポーツに関す
る環境を整備することは︑
観光客やスポーツ愛好者︑
移住希望者などに対し島の
魅力の１つとして訴求する
ことも可能となります︒
今年１月に︑２０２０年
東京オリンピック・パラリ
ンピックに向け︑スポーツ

昭正

クライミングの実施会場に
手を挙げたところですが︑
このほど三宅村レクリエー
ションセンターのボルタリ
ング設備の拡充が終了しま
した︒今後は︑この施設を
村民や観光客を問わずいつ
でも︑誰でも利用できるよ
う利便性の向上に努めると
共に︑村民全体で機運を高
め︑スポーツ全般の活性化
に繋げてまいります︒
また︑スポーツ推進員の
皆さまの協力も得ながら︑
村民がスポーツに親しむ機
会を確保してまいります︒
そのほか︑三宅小学校の
校庭の芝生化を進めると共
に︑将来的な総合グラウン
ドの整備に向けて︑調査検

櫻田
隊を導入し︑住民への普及
や島内各団体や教育分野と
の連携を図ってまいります︒
第四に︑福祉・医療の充
実です︒
安心して子育てができ︑
穏やかに老後の生活を送る
ことができる環境を整える
ことは︑行政の重要な役割
の一つであり︑村の発展に
とって大切なことです︒
福祉面では︑これまで実
施してきている施策の充実
を図るほか︑要望の多い児
童遊具を設置するなど子育
て環境の整備を促進いたし
ます︒また︑見守り事業の
改善を図るなど︑高齢者が
安心して暮せるように対策
を充実してまいります︒

討を進めてまいります︒
第六に︑人口増対策です︒
減り続ける人口を目の当
たりにして︑危機感は募る
ばかりです︒他の自治体の
先進事例も参考にして︑島
内の若者たちの知恵を借り
ながら︑三宅村に合った施
策となるよう工夫しつつ取
り組んでまいります︒
具体的には︑ＵＩＪター
ンや孫ターンによる人口増
を図るため︑これまで︑一定
の効果が上がっている﹁ふ
れあい交流事業﹂や先般実
施して好評であった﹁島暮
らし体験事業﹂を継続して
実施してまいります︒
また︑移住に関する相談
窓口を設置し︑移住希望者
への対応を充実・強化する
ため︑島内求人調査や島外
への求人情報発信等の人材
確保事業︑空き家対策を含
めた住宅確保事業に重点的
に取り組み︑人口減少に歯
止めをかけるべく努力して
まいります︒さらに︑地域
おこし協力隊を導入し︑三
宅島の魅力を広く発信して
まいります︒
第七に︑文化・教養のか
おる島づくりです︒
帰島後 年を経て︑文
化・教養面での取り組みを
充実させていくときである
と認識しております︒
昨年完成した三宅村文化
会館や郷土資料館を軸とし
て︑これまで展開してきた
ディスカバー三宅島事業を
継続して実施し︑地域に根
付いた文化・教養が花開く
よう︑伝統芸能も含めた文
化活動への支援を積極的に
進めてまいります︒
また︑映画鑑賞やコンサ

ートの開催など芸術文化振
興事業の実施も検討してま
いります︒
第八は︑元気と笑顔あふ
れる島づくりです︒
活気に満ち︑元気と笑顔
あふれる三宅島を実現する
には︑村民が性別・世代に
とらわれず一体となって地
域づくり︑島づくりに励ん
でいく必要があります︒
安全・安心な環境で︑女
性や若者がさまざまな場に
一層参画できるように配慮
しつつ︑高齢者がいつまで
も元気に地域活動に参加で
きるよう健康寿命を延ばす
取り組みを推進し︑元気と
笑顔あふれる三宅島を発信
してまいります︒そして︑
そのためにも役場から明る
いあいさつと笑顔を発信し
てまいります︒
今後４年間の村政運営に
関する所信は以上ですが︑
これらは︑平成 年度に策
定した﹁第５次三宅村総合
計画﹂や昨年７月に制定し
た﹁三宅村村民憲章﹂の精
神に基づくものです︒
私は︑今こそ役場︑村民︑
島内の各団体・事業者が協
働して︑復興から次のステ
ップに向けた島づくり︑未
来に希望が持てる島づくり
を目指し︑ひとつの三宅島
を創り上げていくときであ
ると認識しております︒
これら目前に山積する諸
課題に対し︑国や東京都の
力もお借りしながら︑焦ら
ず弛まず着実に取り組んで
まいりますので︑議員の皆
さま︑そして︑村民の皆さ
まのご理解とご協力をお願
い申し上げます︒
︵２面に続く︶
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平成 年度の﹁所信表明﹂

確保するほか︑村役場にお
いても︑職員の意識改革と
人材育成を行い︑やる気・
チャレンジ精神にあふれ村
民から信頼される職員の育
成に引き続き取り組んでま
いります︒
第三に︑産業振興です︒
島の経済発展を図るため
には︑各産業の底上げが欠
かせません︒これまでの取
り組みにより一定の成果が
見られるようになっており
ますが︑これまでの取り組
みの継続に加え新たな取り
組みを着実に行っていくこ
とが肝要です︒村民の皆さ
まと危機感を共有しながら
施策を進めてまいります︒
具体的には︑漁業後継者

28
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今月の人口と世帯数

.553

４月号

2,612人 （±０人）
1,694世帯（＋２世帯）
平成28年３月１日現在
※カッコ内は前月１日比
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者がいつまでも地域活動に
参加できるよう保健師によ
る健康増進事業を実施しま
す︒
以上︑三宅村の平成 年
度予算は一般会計が 億５
４３１万３千円︑国民健康
保険︵事業勘定︶特別会計
が５億６６９６万５千円︑
国民健康保険︵直営診療施
設勘定︶特別会計が３億８
０６０万９千円︑介護保険
︵保険事業勘定︶特別会計
が３億２６９６万３千円︑
簡易水道特別会計が２億０
６９６万６千円︑後期高齢
者医療特別会計が８９５３
万９千円︑旅客自動車運送
事業会計１億１０５５万９
千円と７会計あわせて 億
３５９１万４千円となりま

した︒
これらの事業を確実に実
施していくためには︑国や
都の補助事業を積極的に活
用することは勿論のこと︑
自己財源の安定確保が必要
不可欠です︒平成 年度に
おいても村税︑使用料︑貸
付金などの自己財源につい
て一層の強い意志をもって
確保にあたる所存です︒
最後に︑三宅島の復興・
振興は行政のみで成し得る
ものではなく︑議員の皆さ
ま︑村民の皆さまとの強い
連携が必要不可欠となりま
す︒どうか議員各位をはじ
め︑村民の皆さまの変わら
ぬご理解とご協力をお願い
申し上げ︑所信表明といた
します︒

三宅村では都および区市
町村と連携強化し︑自主財
源の安定的確保と税の公平
性確保に向けて個人住民税
の徴収対策に尽力した実績
９月30日
※軽自動車
第３期 10月31日 12月26日
税は第１ 11月30日
期のみ
第４期 １月31日 ２月28日
１月31日

を称えられ東京都主税局よ
り感謝状を受贈しました︒
平成 年度には︑東京税
務協会および東京都主税局
徴収部より職員を迎え︑徴
収強化に向けた対策などを
実施し︑住民税の前年比徴
収率は現年分２・５％増︑
滞納分 ・ ％増となりま
した︒
滞納となっている税金を
放置しておくことは︑納期
内に納付している多数の納
税義務者との公平性を欠く
ことになります︒また︑滞
納が多くなることは︑村の
財政を圧迫し︑住民サービ
スに支障をきたすことにも
なりかねません︒今後も三
宅村では滞納者に対する徴
収強化に向け尽力してまい
26
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狂犬病予防
注射を実施

28

島しょ

﹁平成

︻新規採用︼村民生活課
医療係＝中村裕子︑消防本
部予防係＝千葉和成︒

人事異動 ︵３月１日付︶

が必要です︒
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

果実が多く︑Ａ品率は７割
以上でした︒薬剤散布がＡ
品率上昇にとても有効であ
ることがわかりました︒
②キキョウランにおける
ハダニに対するくん煙剤の
防除効果
キキョウランの害虫であ
るハダニは︑葉裏にかすり
状の傷をつけてしまいま
す︒一般的に薬剤散布が行
われていますが︑時間も労
力も多くかかります︒そこ
で︑生産者の負担を減らす
ため︑省力的防除が可能な
くん煙剤・テルスタージェ
ット︵発生初期に使用可
能︶の防除効果を調査しま
した︒結果︑くん煙剤は
日後までハダニの増加を抑
えることができ︑散布剤を
２回散布した場合と同等の
効果がありました︒また︑
２６４平方㍍の施設１棟の
防除時間も︑散布剤では
分かかりましたが︑くん煙
剤は７分と非常に短く︑省
力防除として効果が高いこ
とがわかりました︒
農作物や病害虫の試験に
対する要望・相談は当セン
ター☎⑥１４１４まで︒

年度試験成果報告︵病害虫防除︶﹂

総合センター通信

水 農
産 林

めた方は︑飼い始めから
日以内に受けてください︒
島外で注射を受けた方も注
射済票を交付しますのでご
連絡ください︒
新たに犬を飼う場合や譲
渡した場合︑住所を変更し
た場合などは登録・変更
届︑死亡した場合は死亡届
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当センターでは三宅島の
農業に関する試験研究や技
術の普及に取り組んでいま
す︒平成 年度に実施した
病害虫防除に関する試験の
成果を２つ紹介します︒
※薬剤の登録情報は昨年
のものです︒実際に使用す
る場合は各自で登録内容を
確認してください︒
①薬剤散布によるパッシ
ョンフルーツのＡ品率上昇
効果
パッションフルーツの果
皮にかさぶたのような傷が
つくことがありますが︑こ
れはアザミウマという害虫
によるものです︒この傷が
多くあると︑果実をＡ級品
として出荷できなくなるた
め問題となっています︒そ
こで︑
Ａ級品の出荷割合︵Ａ
品率︶を上昇させるため︑
アドマイヤー顆粒水和剤
︵１万倍︑収穫の７日前ま
で使用可能︶を使用した場
合 ︵ 散 布 区︶と し な かった
場 合︵無 散 布 区 ︶ で ︑ 収 穫
した果実にどのような影響
がでるのか︑被害度とＡ品
率を調査しました︒散布区
では︑被害なしや被害少の

27

︻緊 急 連 絡 先︼平日夜間・休日の閉庁時の連絡は三宅村役場臨時庁舎☎０４９９４⑤０９８１︒
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て支援を実施いたします︒
さらに︑中央診療所にお
ける医療スタッフの充実や
専門診療を実施します︒
次に﹁スポーツの振興﹂
ですが︑中学生による離島
交流野球大会︑小学生によ
る愛らんどリーグへの参加
を継続すると共に︑島内各
体育協会加入団体に対し補
助を行います︒
次に﹁文化教養のかおる
島づくり﹂ですが︑三宅島
の古文書の調査整理を実施
するなど島内文化財等の保
護を図ってまいります︒ま
た︑ふるさと発見ディスカ
バー事業を実施し文化活動
への支援を実施します︒
次に﹁元気と笑顔あふれ
る島づくり﹂ですが︑高齢

光資源化に向けた火山ガス
の濃度観測を継続すると共
に︑マリンスコーレ フェ
スティバルや三宅島オート
バイレース︑都内での観光
宣伝等を継続して実施し観
光客の誘致を図ってまいり
ます︒
次に﹁福祉医療の充実﹂
ですが︑高齢者配食サービ
ス︑心身障害者タクシー料
金補助︑障害者地域緑化推
進事業補助︑地域見守り事
業︑老人クラブ運営費に対
する補助︑紙おむつ等助成
事業等の各種事業を実施し
高齢者や障害者が安心して
暮らせる地域づくりを目指
します︒また︑出産祝い金
や三宅キッズパスの交付︑
子育て広場の運営等の子育

ります︒住民の皆さまには あった月から来年３月まで
納期内納付にご協力をお願 月額４０００円分の助成券
いします︒
②対象者のうち︑平成
問い合わせは企画財政課 年度住民税課税者と身体手
税務係☎⑤０９８３︒
帳５・６級をお持ちの方︒
申請のあった月から来年３
月まで月額２０００円の助
障害者のタクシー
成券
料金を一部助成
三宅村役場または出張所
で申請してください︒村民
生活課福祉係☎⑤０９０
４︒

第２期 ８月31日 ８月１日

し︑森林の再生に努めてま
いります︒
次に﹁人材育成﹂ですが︑
職員の自主性と意識改革を
目的とした職員自己啓発視
察研修を行います︒また︑
小中学校においては︑ＩＣ
Ｔ教育の更なる活用を図る
べく︑より効果的な教材や
手法を取り入れ学力と情報
活用能力の向上を図ってま
いります︒
次に﹁産業振興﹂ですが︑
島内産品のＰＲや販路の拡
大を図るとともに︑認定農
業者支援事業︑農地リフレ
ッシュ事業を実施し農業振
興を図ってまいります︒
さらに︑漁業後継者の確
保に向け引き続き後継者育
成事業を行います︒観光振
興としましては︑雄山の観

都主税局から感謝状を受贈

三宅村では島内における
平成 年度狂犬病予防注射
を実施します︒
村に登録をしている犬の
飼い主の方には個別で案内
していますが︑狂犬病予防
注射は毎年一回受けること
が義務付けられています︒
生後 日以上の犬を飼い始

８月１日

75

21

三宅村 税金徴収対策の実績で

障害をお持ちの方が︑三
宅村内でタクシーを利用し
た際の料金の一部を助成し
ます︒
︻対象者︼
身体・知的・精神障害者手
帳のいずれかをお持ちの方
で次の項目に該当する方︒
▽三宅村に住所を有し︑
居住していること
▽施設に入所していない
こと
︻助成額︼
①対象者︵身体手帳は１
〜４級︶のうち︑平成 年
度住民税非課税者︒申請の
５月31日

村長所信表明︵１面から︶
次に︑ただいま申し述べ
ました所信に基づき︑平成
年度予算の編成方針につ
いて申し上げます︒
今回議決を頂いた予算
案︑特に一般会計は村長選
挙の関係から人件費・扶助
費・公債費等の義務的経費
を中心とした骨格予算で編
成しており︑私の所信に基
づく新規事業や投資的事業
については︑補正予算とし
て編成致しました︒
まず﹁防災島づくり﹂で
すが︑火山ガス対策を継続
するとともに︑三宅島活動
火山避難施設の適正管理を
図ってまいります︒また︑
毎年来島頂いている緑化ボ
ランティアに対し緑化プロ
ジェクト支援事業を実施

す︒政策的経費や投資的経
費を盛り込んだ﹁肉付け予
算﹂は︑あらためて補正予
算として編成することにな

年度の当初予算について

村議会において︑平成
年度各会計の当初予算が原
案どおり可決され成立しま
したのでお知らせします︒

平成

新年度当初予算は︑本年 ります︒
詳しい内容については折
２月に村長選挙が予定され
ていたことから︑義務的経 り込みをご覧ください︒
問い合わせは企画財政課
費を中心とした﹁骨格予
算 ﹂ と し て 編 成 し て い ま 財政係☎⑤０９８８︒

30

村長室だより

43
27

東京都町村会役員会、町村長
会議出席
17日 東京都庁各局表敬訪問
18日 日本離島センター第４回理事
会出席
19日 東京都島しょ振興公社評議員
会、
伊豆諸島・小笠原諸島地域
力創造対策協議会、島じまん
2016実行委員会、東京都島嶼
町村会島嶼町村長会議・島嶼
議長会合同会議、東京都島嶼
町村一部事務組合定例会出席
26日 三宅村森林組合第52回通常総
会出席
28日 第４回三宅村村民の日記念綱
引き大会出席
３月２日 第65回東京都立三宅高等学校
卒業式出席
３日 国土交通省気象庁東京管区気
象台長来庁対応
８日〜10日 平成28年第１回三宅村
議会定例会出席

28

28

４月は保育料の納付月︒

28

91

国民健康
保険税

第１期 ６月30日 ５月31日

２月16日

28

軽自動車税
固定
資産税
村都民税
(個人)
納期

村税納期限のお知らせ
平成28年度

平成28年２月11日から平成28年３月10日まで

(2)

2016年（平成28年）4月1日

け
や
み
報
広
（第553号）

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

国民年金

赴

任のごあいさつ

中央診療所長

和田

陽之介

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒
24

る﹃前納制度﹄がありま
平成 年度の国民年金保
す︒平成 年度の保険料に
険料は１万６２６０円です︒
ついては︑左記のような割
引となります︒
▽現金払いで前納すると
３４６０円︵一年度分︶︑７
９０円︵６カ月分︶の割引
▽口座振
替で前納す
ると４０９
０円︵一年
度分︶︑１１１０円︵６カ月
分︶の割引
年金についてのご相談
は︑港年金事務所☎
５
４０１ ３２１１︑または
村民生活課保健係☎⑤０９
０２︒
国民年金保険料は︑急速
な少子高齢化に対応し制度
の安定を図るため︑平成
年度から平成 年度まで︑
毎年度引き みんなの
上げられる
ことになっ
ています︒
これにより︑平成 年度
の保険料については６７０
円引き上げられ︑１万６２
６０円となります︒
また︑国民年金保険料に
は一定期間の保険料をまと
めて納めることで割引とな

76.3％

の有志で構成している団体
で︑伊豆諸島全島で巡回法
律相談を行っています︒
問い合わせは総務課庶務
係☎⑤０９８１または︑Ｎ
ＰＯ司法過疎サポートネッ
トワーク☎
５９１９
３５３０︒

航空機の運航状況

28

島しょ振興公社

（H28.2.1〜2.29）

29

地域振興補助
事業を募集

がある方もいらっしゃるか
と思いますが︑今までの島
嶼地域での医療経験と都立
病院などの専門医療機関で
の研修を通して︑一昨年総
合診療の専門医を拝受いた
しました︒また︑一般外科
に関しては︑体幹︵首から
骨盤まで︶にある各臓器や
血管を扱う外科医として︑
都立多摩総合医療センター
で研修を受けております︒
今までの経験をもとに︑
三宅島の医療・福祉・保健
の現状を把握し︑より良い
ものとするために︑非力で
はありますが自分に何がで
きるか常に考え︑日々の診
療に取り組んでまいりま
す︒そして︑診療所スタッ
フや内地専門医療機関とも
密に協力しながら︑医療面
において村民の皆さまが安
心して生活する支えとなる
事ができれば幸いです︒妻
と息子を含め︑村中で見か
けましたら気兼ねなく声を
かけていただければ幸いで
す︒どうぞよろしくお願い
いたします︒

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

15

４月から中央診療所に勤
務することになりました和
田陽之介︵わだ・ようのす
け︶と申します︒私は︑小
笠原村父島︑神津島︑御蔵
島に各１年ずつ勤務し︑島
嶼地域での勤務は４年目と
なります︒
三宅島は︑５年前に代診
で勤務させていただいた以
来ですが︑あらためて三宅
島での医療・保健・福祉の
実情に関して一から勉強さ
せていただき︑三宅島の医
療の一助になれればと思っ
ております︒しばらくは︑
村民の皆さまには御迷惑を
おかけしてしまうかもしれ
ませんが︑日々精進してま
いりますので︑どうぞご指
導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします︒
経歴ですが︑自治医科大
学医学部卒業後は︑都立多
摩総合医療センターを中心
に都立病院で研修をし︑主
に総合診療と一般外科を専
修しておりました︒総合診
療といえば︑現在テレビ番
組﹁ドクターＧ﹂でなじみ

12

10

28

島しょ地域の団体・法
人・個人事業者などの地域
振興に関する事業に対し︑
経費の一部を東京都島しょ
振興公社が補助します︒
対象事業は地域振興に係

搭乗率

就航率

ＮＰＯ司法過疎サポート
ネットワークでは弁護士︑
税理士︑司法書士︑公証人
などの法律関係者による法
律・税金などの無料相談会
を開催します︒
▽日時＝４月 日㈯午前
８時から 時半まで
▽場所＝三宅村役場臨時
庁舎３階会議室
詳細はあらためてＩＰ告
知端末でお知らせします︒
お悩み︑ご相談のある方は
お気軽にご利用ください︒
※ＮＰＯ司法過疎サポー
トネットワークは︑裁判所
や法律家が存在せず︑市民
の司法アクセスに制約のあ
る地域で出張法律相談や法
律教室を行っている弁護
士︑司法書士︑税理士など

間＝４月４日㈪から４月
陶芸教室の参加者
日㈮▽応募と問い合わせは
募集
都立三宅高校
都立三宅高等学校☎⑥１１
三宅高校で陶芸教室を行 ３６︒
います︒全３回の参加が条
件で定員９人︒詳細は４月
１日配信のＩＰ告知端末で
確認してください︒
▽日時＝５月７日９時〜
時︑６月 日９時〜
時︑７月９日９時〜 時▽
費用＝１０００円▽募集期

10

26 24

17

る①特産品②観光振興③島
おこしを担う人材育成に関
する事業と︑新たに﹁その
他地域振興に資する事業﹂
が追加となります︒
概要は⑴地元の元気創生
︵地域コミュニティーが中
心となって島内︑島外住民
との交流を深める行事など
を行う事業︶
︑⑵第一次産業
活性化︵第一次産業育成・
振興に特化した事業︶
︑⑶環
境保全︵環境保全に関する
事業を支援し︑将来的な地
域振興につなげる事業︶と
なります︒
対象団体や事業期間︑補
助金額など詳細は募集案内
または公社ホームページを
ご覧ください︒
▽申請締切＝４月 日㈮
▽募集案内配布と申請書
提出先＝企画財政課企画情
報係
▽問い合わせは島しょ振
興公社☎
５４７２ ６
５４６︑または企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒

18

03

12

▽日時と場所＝４月６日
春の全国交通安全運動の
一環として︑交通安全のつ ㈬午後６時から三宅村文化
会館︵坪田︶
どいを開催
▽内容＝①
し︑歌手のさ 交通安全のつどい
式典②交通安
こみちよさん 歌謡ショーを開催
全教室③歌謡
を招いた歌謡
三宅島警察署
ショー
ショーが開催
問い合わせは三宅島警察
されます︒お誘い合わせの
署交通係☎②０５１１︒
上ご来場ください︒

16

16

16

03

５月２日㈪までに納めてください︒

◆保健師による健康相談（毎週火・金曜日9:30〜11:00、
無料・予約不要）
【村民生活課】

悪質な業者にご注意を

5月2日㈪ 保育料（４月分）の納期限

23 22 27

15

03

任意予防接種 (14:20〜14:30)
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30)
28日㈭
小児用肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
(14:30〜14:40)
水痘
(14:40〜14:50)
【中央診療所】

03

22

15

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40)
(14:40〜15:00)
21日㈭ 日本脳炎
ＭＲ
(15:00〜15:10)
ＤＴ２期
(15:20〜15:40) 【中央診療所】

22

特設登記所開設（東京法務局）
13日㈬
（9:00〜12:00、13:00〜16:00）【役場臨時庁舎】

03

03

・検診、予防接種、子育て相談、健康相談など
………………………………村民生活課☎⑤0902
・村税…………………企画財政課税務係☎⑤0983
・特設登記所……企画財政課企画情報係☎⑤0984
東京法務局 不動産登記☎03‑5213‑1330
法 人 登 記☎03‑5213‑1337
※相談の際は関係する資料をご持参ください。
問い合わせ先

97.7％

三宅
⇒調布

44.4％

調布
⇒三宅

【伊豆避難施設】

12日㈫ 乳幼児健診

28

03

03

東京都では島しょに住む 日の午後１時から午後４時
電力販売４月から自由化
▽事前予約＝月から金曜
方を対象に︑電話で弁護士
に法律相談できる﹁島しょ 日の午前９時から午後５時
※いずれも
法律相談﹂を
電話で無料の
祝日・年末年
電力の販売は４月より全 契約を求めたり︑悪質な事 無料で実施し
島しょ法律相談
始を除く︒
面自由化されます︒しかし︑ 業者による詐欺などが行わ ています︒他
相談・予
三宅島内には東京電力以外 れる可能性がありますので の方の相談が
東京都生活文化局
約・問い合わ
の小売電気事業者が存在し 対応にはご注意ください︒ 長引く場合も
制度や登録事業者に関す あり︑事前に予約されると せは東京都生活文化局都民
ないことから︑実質的に電
の声課☎
力自由化にはなりません︒ る問い合わせは経済産業省 確実です︒
５３８８ ２
４月１日以降も現在の契 ☎０５７０ ０２８ ５５
▽相談日時＝月︑水︑金曜 ２４５︒
約内容で構わないという方 ５︑悪質業者や契約トラブ
は︑新たな契約を結ぶ必要 ルの情報提供は経済産業省
②予約受付後＝ＦＡＸで
法律・税金の
はありません︒電力自由化 電力取引監視等委員会☎
送付される申込用紙に所定
無料相談会開催
を口実に強引に必要のない
の事項を記入し︑相談日の
３５０１ ５７２５︒
４月 日㈯
２日前までに法律相談セン
ター︵ＦＡＸ
３５８ １
第二東京
無
料
の
法
律
電
話
相
談
３３３７︶へＦＡＸで返
弁護士会
送︒その際︑相談事項に関
する書類︵登記簿謄本や戸
籍謄本︑契約書︑相手方と
やりとりした手紙など︶が
あれば合わせて送付︒
③相談当日＝予約した日
時に相談受付電話☎
３
５８１ ２４０７へ電話を
して担当弁護士に相談︒
問い合わせは第二東京弁
護士会法律相談課☎
３
５９２ １８５５︒

狂犬病予防接種
役場臨時庁舎 （13:00〜13:30）
伊豆老人福祉館（14:00〜14:30）
旧坪田小学校 （15:30〜16:00）

11日㈪

㈮︑５月 日㈮︑６月 日
㈮︑７月 日㈮︑８月 日
㈮︑９月 日㈮︑いずれも
午前 時から正午まで
予約から相談当日まで
①予約＝相談希望日の前
日午後３時までに法律相談
センター☎
３５９２
１８５５へ電話予約︵平日
午前９時 分から午後５時
分まで︶︒

特設登記所開設（東京法務局）
（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

14日㈭
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第二東京弁護士会法律相
談センター︵以下︑法律相
談センター︶では︑東京都
島しょ部の方を対象とした
電話による無料法律相談を
実施します︒この機会にぜ
ひご利用ください︒
相談は１件あたり 分程
度︑完全予約制ですので事
前予約をお願いします︒
▽実施日時＝４月 日

４月の生活カレンダー
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三宅村﹁村民の日﹂

綱引き大会開催
チームが出場

２月 日午後１時半よ
り︑都立三宅高等学校体育
館にて﹁三宅村村民の日
第４回綱引き大会﹂が開催
されました︒
出場チームは小学生の部
が５チーム︑中学生の部が
２チーム︑一般男性の部が
８チーム︑一般男女混合の
部が７チームで︑応援の方

82
４月の小・中学校予定
︻小学校︼
１日㈮＝開校記念日
６日㈬＝始業式
７日㈭＝入学式
日㈮＝交通安全教室
日㈫＝全国学力学習状況
調査︵小６︶
日㈭＝全校遠足
︻中学校︼
１日㈮＝開校記念日
６日㈬＝始業式
７日㈭＝入学式
８日㈮＝交通安全教室
日㈪〜 日㈮
＝学校公開週間

日㈫＝全国学力学習状況
調査︵中３︶
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼

集英社

﹃世界の動物遺産
〜日本編〜﹄
﹃世界の動物遺産
〜世界編〜﹄
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今回紹介する新着本は︑

絶滅危惧動物たちの決定的
瞬間をとらえた写真集で
す︒国内外の写真家がとら
えた︑奇跡のショットばか
りを集めています︒Ｂ４判
の大型本で︑生物の自然界
での生活や︑愛らしくユー
モラスな表情など︑図鑑に
はない表現力で野生動物の
息遣いが伝わってきます︒
ぜひ︑この写真集を手に
とり︑野生動物の迫力を感
じてみては︑いかがでしょ
うか︒なお本書は大型本の
ため︑館内での閲覧のみと
なります︒
この他にも１万冊を超え
る本が皆さんを待っていま
す︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

ディスカバー

三宅島

メッセージ

三宅島の魅力を再発見

暮 らしの中 に

村民憲章 を

このコーナーでは︑昨年
７月制定の﹁三宅村村民憲
章﹂を昨年 月号より６回
にわたり紹介してきました︒
最後となる今回は︑大項目
の５つ目と︑これに続く３
つの小項目を紹介します︒
一 輝く希望と夢を抱
き︑活気に満ちた村をつく
ります
・スポーツに親しみ体を
鍛え︑生きがいをもって健
全な心を育みます
・誇りと喜びをもって働
き︑次代の担い手と共に明
日と未来を築きます
・自然の厳しさから学
び︑火山と共にたくましく
生きます
背景
ここに移り住んでみた
い︑ずっと住み続けたいと
思ってもらうには︑そこで
暮らす人が心身ともに元気
であることが一番です︒ま
た︑噴火などの天災が繰り
返されても︑ふるさと三宅
島と共にたくましく生きる
姿を見せるだけで︑人を惹
きつける力が多いにあるの
ではないでしょうか︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒

各観測点での火山ガス濃度の年平均値
やレベルごとの月平均時間などはＩＰ
告知端末で配信。火山ガス濃度の年平
均値の推移は村のホームページに掲載。

10

①☎04994 6 0565
②ＩＰ告知端末（テレビ電話）
③携帯サイト
http://www.miyake-so2.jp/keitai/

誕生日：平成26年
10月29日（神着）

三宅島郷土資料館では︑
ふるさと三宅島をもう一度
見直し︑その魅力を再発見
する﹁ディスカバー三宅島
事業﹂として︑さまざまな
事業を開催しています︒
平成 年度も引き続き︑
盛りだくさんの講座を予定
しています︒トコロジスト
養成講座〜島の暮らし発見
隊〜では︑昨年度は神着地
区で実施しましたが︑今年
度は︑伊豆地区に調査場所

22

W

【申込方法】写真（データ）・名前（ふりがな付）・性別・
生年月日・保護者からのメッセージに、保護者氏名と連絡
先を添えて企画財政課へ持参、またはメール（件名：みや
けの宝）をmiyake03@miyakemura.comへ送信。
【対象】２歳未満 ※写真は返却できません。

を移し︑参加者は歩きまわ
って︑不思議なことや面白
いことなど︑テーマを決め
て調べていき︑その場所の
専門家を目指します︒
地元の方にお話を聞い
て︑今まで見過ごしていた
ものや場所を︑あらためて
見つめなおしてみません
か？三宅島の魅力が隠され
ているはずです︒
三宅島トコロジスト養成
講座〜島の暮らし発見隊
﹁伊豆地区﹂〜
▽開催日時＝５月 日㈰
午前９時から
▽場所＝伊豆老人福祉館
▽申込方法＝広報みやけ
５月号で申込用紙配布予定
その他にも︑親子クラフ
ト教室や︑トールペインテ
ィング教室も開催予定で
す︒皆さまのご参加をお待
ちしています︒
詳細などの問い合わせは
三宅村教育委員会社会教育
係☎⑤０９５２︒
※﹁ディスカバー三宅島﹂
は不定期で掲載します︒

三宅島火山ガス濃度情報サービス

S

調査している様子(昨年)

E

伊豆岬で遊んだ後に
食べる牛乳せんべいは
格別、島で見かけたら
航平ちゃんて呼んでね。

N

こうへい
た
かま

くん

鎌田 航平

28

も含め多くの皆さんにご参
加いただき︑盛況な大会と
なりました︒
競技は 秒１本引き︵男
女混合の部は３本引きで先
に２勝した方が勝ち︶の総
当たり戦で行われました︒
大会結果は次のとおり︒
︻小学生の部︼優勝＝サ
ンダース︑準優勝＝最強の
６バスターズ︑第３位＝打
倒 先輩！４ろしく〜
︻中学生の部︼優勝＝チー
ムひきにく︑準優勝＝Ｓｉ
ｘ Ｇｏ ｌｌｉｒａ Ｓｔａ
ｒｓ ︻一般男性の部︼優勝
＝三宅島建設工業︑準優勝
＝支庁・漢︑第３位＝平善
オールバックス︻一般男女
混合の部︼優勝＝役場つな
が〜る︑準優勝＝三小チー
ム︑第３位＝Ｂａ ｉｒ ｉｅ
ｚ︒
大会にご協力いただいた
皆さん︑どうもありがとう
ございました︒
イベントなどの問い合わせは三宅島自然ふれあいセンターアカコッコ館
☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

15

私たちが捨てた食べ残し
三宅島自然だより
や釣り餌が︑天敵のカラス
﹁いつものマナーがカン
やカモメを集めてしまうこ
ムリウミスズメを守る﹂
とがあるからです︒三宅島
周辺で天敵が増えれば︑彼
らが襲われる機会も増えて
しまいます︒カンムリウミ
スズメが安心して生活する
ためにも︑ゴミの持ち帰り
などのマナーを徹底したい
ものですね︒

4月24日㈰

イベント情報

おきがるバードウオッチング ４月16日㈯ 9:00〜

19 15

28

11

三宅島の海のシ
ンボル﹁カンムリ
ウミスズメ﹂
︒ペン
ギンを小さくした
ような姿でとても
愛らしい海鳥で
す︒１年のうちほ
とんどを海で暮らします
が︑この時期だけ︑陸にあ
がって卵を産みます︒三宅
島の三本岳は数少ない産卵
場の１つです︒普段海にい
る彼らにとって陸には危険
がたくさん︒素早く動けな
いので︑敵に見つかればあ
っという間に襲われてしま
います︒自然界は厳しい
⁝︒でも︑実は私たちがそ
の自然の関係をゆがめてし
まう部分もあります︒

上陸した「カンムリウミスズメ」

10

池まで自然の見どころをご案内。

49
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28

！

30

したい﹂と継続を期待する
アカコッコを
声が聞かれました︒
増やす森づくり
アカコッコ館では今後も
アカコッコ館
アカコッコのための森づく
りの手法などを普及し保護
アカコッコ館では３月
日︑島内外から参加者９人 への協力を呼びかけていく
が集まり︑アカコッコを増 予定です︒
やすための森づくりイベン
トを開催しました︒
参加者はアカコッコの生
態や保護の現状ついてレク
チャーを受けた後︑森林の
草を刈る作業などアカコッ
コが好む環境づくりを行い
ました︒
度々の強雨で中断しなが
らの野外作業でしたが︑予
定していた範囲をほぼ終了
しました︒
参加者からは﹁また参加

大路池ガイドウオーク

10:00〜
入館料200円
アカコッコ館
12:00
・定員15名
※申込締切
気持ち良い春の森を歩こう。 ４月22日㈮

親子さえずりの道
ウオーキング

アカコッコ館
17日㈰
10:00
入館料200円
23日㈯
アカコッコ館 ・定員無し
29日㈮ 10:30〜 ※大路池南桟
11:30
30日㈯
橋で解散
初心者でも参加できます。

参加費・定員
実施場所
時間
実施日
イ ベ ン ト 名

役場つなが〜るVS三小チーム

19

！
イベントの参加者
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